
所沢市社会福祉協議会の
シンボルマークです。
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所沢社協だより「ちゃお！」は、共同募金の配分金を活用しています。 ｜ この情報紙は、3ヶ月に1回発行しています。

令和2年7月1日

No.96
本紙では、固有の名称を除き「障がい」と表記します。

■「ともに生きる」たすけあいの輪が広がっています！------------------------------------------------- ①
■～こどもたちに食事を届けたい！～「ぽかぽか広場並木8丁目」による食品配付会が行われ　
　ました！／「所沢市あったかサポートセンター」にご相談ください ---------------------------------- ②
■令和元年度決算報告について／令和元年度社協会員会費実績のご報告／
　令和元年度共同募金のご報告----------------------------------------------------------------------- ③
■私たちがCSWです！／寄付報告　みなさまの善意 ----------------------------------------------- ④
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※所沢社協だより「ちゃお！」第96号（7月号）は全戸配布の予定でしたが、
新型コロナウイルスの影響により、回覧による配布となりました。
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新型コロナウイルスに
注意しましょう!

新型コロナウイルスに
注意しましょう!

新型コロナウイルスの影響で外出自粛の呼びかけが広
がる中、家でもできるボランティア活動を行っているグル
ープがあります。所沢市ボランティア連絡協議会様をはじ
め、地域の様々なボランティア団体・個人の方から、約
800枚の手作りマスクの寄付をいただきました。
なお、手作りマスクは、所沢市手話通訳・要約筆記派遣
事務所に登録している手話通訳者や、所沢市こどもと福祉
の未来館へ来所された方、必要としている方にお渡しさせ
ていただきました。

地域の高齢者の方に、外出用のマ
スクをお届けしたい…という思い
から始めた取り組みです。

ボランティアクループ「みんなボランティア
ほっとほっと」の代表の加藤です。通常、月
に５回の食事会等を開催しています。

を除き

令和元年度共同募金のご報告
■私たちがCSWです！／寄付報告 みなさまの善意まの善意
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本紙では、固有の名称

■私たちがCSWです！／寄付報告 みなさま■私たちがCSWです！／寄付報告　みなさま

「「「ととと
輪輪

広がっています！
輪輪輪
\ わ /

地域で発見！
ほっこりハート

\ わ /



令和２年7月ー96号
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緊急小口資金貸付 総合支援資金貸付 住居確保給付金

～こどもたちに食事を届けたい！～

「所沢市あったかサポートセンター」にご相談ください

「ぽかぽか広場並木8丁目」による食品配付会が行われました！
　新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、こども食堂を
行う「ぽかぽか広場並木8丁目」は3月から休止となりました。
　しかし、「ぽかぽか広場並木8丁目」をいつも楽しみにして
いるこどもや食事に困ってしまうこどもがいることから、ボラ
ンティアが力を合わせて “食品配付会” を行うことにしました。
　一度に大勢が集まらないよう、食品を取りに来てもらう時間
を調整しながら、簡単に調理ができる食品やお米、お菓子な
どを配付しました。また、マスクが手に入りづらい状況を受け
て、ボランティアの手作りマスクも配付されました。どうして
も取りに来ることができない家庭へは、ボランティアが自宅ま
で届けています。
　食品を受け取った家族からは、「ボランティアの皆さんの心
優しい対応に感動しました。早くこの状況が回復することを祈

る思いです」とのメッセージがありました。
　新型コロナウイルスの影響によって、地域のボランティアが
こども食堂の開催に悩む一方、アイディアを出しながら取り組
んだ活動になりました。

　本会では、「収入が少ない」「仕事が見つからない」「見つかっても長続きしない」「働く
自信がない」「家賃、電気、ガス、水道などの料金を滞納している」「ひきこもりで長く
仕事をしていない」など、経済的な不安を抱えている方を支援します。

フードドライブ専門の相談員による

相談支援 

～新型コロナウイルスの影響で生活にお困りの方へ～

開 所 時 間　9:00~18:00（土・日・祝・年末年始を除く）
場　　　所　所沢市こどもと福祉の未来館１階（福祉の相談窓口内）
問い合わせ　04‐2968‐3960

所沢市私立保育園協会様
からのご寄付

相談件数：1,939 件　　申請受付：1,286 件（令和 2年 3月～5月31日現在）
※詳細については本会 HP（http://www.toko-shakyo.or.jp/）をご覧ください。

※こちらの事業は、理想科学工業株式会社理想所沢支店様に、コピー機貸出のご協力をいただいています。

　住民や地域の企業か
ら食料品等の寄付を頂
き、生活困窮者への提
供をおこなっています。

所沢市あったかサポートセンター

新型コロナウイルスの影響による収入の減少があった方を対象に受けられる制度があります

手作りマスク

手作りパン

など



【令和元年度　赤い羽根募金実績】

【令和元年度　地域歳末たすけあい募金実績】

【令和元年度　災害義援金実績】

社協会員会費実績のご報告

決算報告について

　本会は、「市民が参加し 豊かな心で健やかに 自分らしく暮らせる 
支え合いのまちづくり」を推進する団体です。市民のみなさまをはじ
め、市内の福祉団体等と協力しながら様々な活動を進めています。
令和元年度も多くの方々に会員になっていただき、ありがとうござい
ました。本会の目的に賛同し、会員として納めていただきました会費
は次のとおりです。

　昨年10月1日から実施しました共同募金では、
地域の皆様をはじめ、各種団体や法人など多くの
方々にご協力いただきました。
　皆様からいただいた募金は、地域のサロンや見
守り活動、大規模災害時の支援等に役立てられ
ています。
　皆様のあたたかいご支援に感謝申し上げます。

【特別賛助会員】
（学）秋草学園福祉教育専門学校様・新井雪江様・（福）栄光会様・加藤
商事（株）様・（福）桑の実会様・埼玉県石油業協同組合所沢支部様・所
沢商工会議所様・所沢地区更生保護女性会様・所沢地区保護司会所沢
三芳支部様・所沢中央ロータリークラブ様・仲志津江様・藤葬祭（株）様・
みらい薬局西所沢店様（五十音順）

【賛助会員】
青木照子様・旭設備機工（株）様・（有）朝日防災設備様・新井花子様・
石井福雄様・上田之雄様・おおたかの森トラスト様・大野美千惠様・小
野幸江様・小畑里子様・小原共子様・金子和広様・河西松子様・久保
田千恵子様・小宮君江様・埼玉西協同病院様・斎藤千代一様・佐藤重
松様・サンダーバード様・塩月正高様・（株）システムネットワーク様・（福）
秀和会様・鈴木賀代子様・高柳進様・田中保三様・田中正幸様・常路
麺打ち愛好会様・東京キリンビバレッジサービス（株）様・所沢ニュータウ
ンふれあい会様・豊島美孝様・新妻紀子様・二村兼弘様・藤野啓子様・
藤本茂様・藤原利宣様・星川明美様・松本浩子様・水村きのえ様・宮崎
加代子様・MooieKeuKenてらこや食堂様・山下信子様・若狭良江様
（五十音順）
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●賛助会員並びに特別賛助会員につきまして、会員として
顕彰することに同意をいただいた方々は次のとおりです。

所沢社協だより

納めていただいた会費は、社協が推進する地域福祉活動に使わせて
いただきます。

特別賛助会員：24企業・法人・団体、個人11名 ‥‥‥（370,000円）
賛 助 会 員：17企業・法人・団体、個人387名 ‥‥（661,000円）
福 祉 会 員：62法人・団体、個人17名 ‥‥‥‥‥（199,500円）
住 民 会 員：126自治会・町内会、個人1名    （10,078,321円）
加入合計額(令和2年3月31日現在)　    合計11,308,821円

令和元年度決算報告及び事業報告については、
本会HP（http://www.toko-shakyo.or.jp/）
をご覧ください。

収入の部 支出の部

科目 決算額（単位：円） 決算額（単位：円）
会費収入・寄付金収入 15,357,146 
市補助金収入 72,232,946 
共同募金配分金収入 19,438,000 
市受託金収入 417,061,432 
県社協受託金収入 8,406,875 
介護保険事業収入 78,448,988 
障害福祉サービス等事業収入 286,520,991 
収益事業収入 37,182,855 
その他の収入 30,992,982 

計 965,642,215 

科目
法人運営 179,831,053 
ボランティア・共同募金 21,588,160 
市委託事業 250,282,504 
県社協委託事業 8,881,492 
市指定管理 418,207,495 
介護保険関係事業 86,851,511 

計 965,642,215 

社社 会会会会会会会会会会
令和元年度

決決決決令和元年度

令和元年度

募金種別 実績額
戸別募金 11,822,917 円
街頭募金　　　　　　　　 783,295 円
学校募金 160,592 円
職域募金 556,106 円
法人募金 129,655 円
個人大口募金 100,027 円
特別協賛募金 2,643,294 円

合　計 16,195,886 円

募金種別 実績額
戸別募金 10,216,015 円
街頭募金 18,593 円
個人大口募金 117,914 円

合　計 10,352,522 円

募金種別 実績額
令和元年8月佐賀県
豪雨災害義援金 22,710 円

令和元年台風 15号・19号
大雨千葉県災害義援金 200,866 円

令和元年台風第 19号災害
義援金（中央共同募金会） 91,500 円

令和元年台風第 19号
埼玉県災害義援金 180,094 円

合　計 495,170 円



所沢　社協 検索

4

富岡

富岡 070-3876-0222
並木☎070-3876-0231

柳瀬

柳瀬☎070-3876-0226

松井

松井☎070-2173-0221

所沢

所沢☎070-3876-0230

吾妻

三ヶ島

三ヶ島☎070-3876-0227
山口☎070-3876-0224

山口

小手指

小手指☎070-3876-0223
吾妻☎070-3876-0225

新所沢

新所沢東

新所沢東☎070-3876-0229
新所沢☎070-3876-0228

並木

受付時間

8：30～17：15
（土・日・祝・年末年

始を除く）

森CSW

渡辺CSW 林田CSW

江畑CSW 梅本CSW

佐藤CSW

中野CSW

栗原CSW保科CSW

生活にお困りのこと
があれば、

ＣＳＷに気軽にご相談
ください。

点字版は「花みずき
」、音訳版は「そ

よかぜ」の両ボラン
ティアグループに

ご協力頂いておりま
す。ご利用され

たい方は、社協までご
連絡下さい。

CSW（コミュニティソーシャルワーカー）とは…
個人の困り事を地域の課題として捉え、様々
な関係機関や住民と連携しながら、解決に向
けての仕組みづくりをしていく専門職です。たち

が

富岡富 07007070
並木並木並木☎☎0700707070栗原CSW科CSW

CS
Wです！

点字版・音訳版

所沢社協だより「ちゃ
お！」は、

共同募金の配分金を活
用しています。

寄付報告
～みなさまの善意～

愛の福祉基金への寄付合計
101,467円

埼玉土建一般労働組合所沢支部様、
株式会社中央管財様、所沢美容組合様
大舘忠平様 

社協への寄付合計
53,342円

牛窪久雄様、羽田正俊様、匿名2名様

物品寄付
明治神宮崇敬会様、エバーグロー貿易（株）様、
MCGフィルシート（株）様
匿名4名様

こども未来基金への寄付合計
74,207円

所沢文化フォーラム様、所沢三田会様
畔栁和子様、匿名3名様

所沢社協では随時、
寄付の受付を行ってい
ます。お気軽にお問
い合わせください。

（令和 2年 3月 1日～ 2年 5月 31日受付分）

社協だより「ちゃお！」第 96号 令和 2年 7月発行

次回、『ちゃお！』97号の発行は令和2年10月上旬を予定しています。

発行：社会福祉法人　所沢市社会福祉協議会　
住所：〒359-1112　埼玉県所沢市泉町1861-1
　　　（所沢市こどもと福祉の未来館3階）
電話：04-2926-8202　FAX：04-2925-3419
ホームページアドレス http://www.toko-shakyo.or.jp/
印刷：東日印刷株式会社

※本会への寄付は寄付控除の対象となります。詳しくは、最寄りの税務署にご相談ください。

点字版・音訳版
簡単

アクセス!

企業・団体
個 人

企業・団体

個 人

企業・団体

個 人
個 人


